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本紙マスコットキャラクター

「心ちゃん」
こころ

　シュガークラフトとは、その名の通り砂糖でで
きた手工芸品のことです。もともとイギリスで、
ケーキをデコレーションする技術が生まれました。
このきめ細かな手作業に情熱をもって取り組まれ
ている福谷美佐子さんのお宅を訪れ、思わず口に
入れたくなるようで、美しく美味しそうな作品の
数々を見せていただきました。
　シュガークラフトでは、粉砂糖をメインに粘土
状のペーストで様々な形を作ります。一番の活躍
の場はウエディングケーキのデコレーションです。
花や人形や動物など、どんなものでも自在に表現
できます。繊細に細部まで形作れるので、その美
しさは芸術品のように美しく見事であり、壊して
しまうのがもったいないほどです。

　動物病院のスタッフで料理やお花が大好きだっ
た福谷さんですが、シュガークラフトとの出会い
は、ある料理教室で料理の一環として学ばれたの
がきっかけでした。
　本格的に創作活動を開始されたのは約４年前か
らで、次第にその魅力に引き込まれ、以降、数々
の個性的なデザインを考案し、今では阪神間を中
心に個展を開いて作品の魅力を発信されています。
　今後の構想をお聞きしましたら、日本の伝統を
生かしたオリジナル作品を検討中とのことです。
本来は西洋発祥のシュガークラフトですが、日本
文化の良さを生かして、和のテイストが味わえる
作品が出来上がることはホントに楽しみです。良
い作品が出来上がるといいですね。
（文／清水貴美代、写真／福谷美佐子さん提供、編集／北田芳博、斉藤としえ）
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　どこか懐
かしい山里
に入った気
分で、燻し
香のする坂
道を登って
行くと、ク
ラブの活動
の広場が開

けます。ここは兵庫県立三木山森林公園（三木市
福井）の東の端、木々に囲まれた静かな空間です。
この公園には三木山サポーターとして28のボラ
ンティア団体が登録され、森林の育成及び人と森
林とのふれあいを深めるための活動をしています。
　炭焼きクラブは、公園内で枯れたり伐採したり
した木や竹を炭にするサポーター活動として、
2009年11月にスタートしました。会員25名。主
に男性が炭づくりを、クラブ員達が持ち寄った材
料を使って女性が食事づくりをします。出来た炭
は公園内のバーベキュー広場で販売しています。
ここで焼く木炭は、いわゆる軽い炭で火付きがよ
く２時間ほどで燃えつきるため、バーベキュー用
にもってこいと好評で
す。また、公園で開か
れるイベントでは炭製
品や工作品を展示販売
して、これらの売り上
げ金を活動資金にして
います。このクラブは、
自分でできる仕事をで
きる範囲で自主的にや

るという無理をしない運営で、空いた時間では豊
富にある竹や木片で工作をして遊ぶこともできま
す。月曜日の活動日のお昼は、広場に長机と椅子
を並べて全員集合。ワイワイ食事をしながら、情
報交換や雑談、差し入れの果物を食べてひと時を
過ごします。日常生活を忘れ、静かで空気のきれ
いな大自然の中でのびのびと、子供の頃のわくわ
く心が呼び覚まされる活動は、「生きがいづく
り・仲間づ
くりの場」
でもありま
す。
　ところで
最近、手入
れが行き届
かない森林
の荒廃や、
成長が早く
て地下茎で増える竹林の拡大がニュース等で話題
になっています。炭は燃料としてだけでなく、天
然の素材として水質浄化や除湿、消臭、土壌改良
などに使えます。公園のイベントの機会を利用し
て多くの人に炭製品の用途や特性を知ってもらい
森林への関心を高めてもらう活動をしていきたい
と、代表の中洲さんは話していました。
　８月と１月を除く毎月第２と第４の月曜日、金
曜日の４回が活動日です。活動日の炭焼き見学・
体験はＯＫ。連絡は森林公園管理事務所まで。

兵庫県立三木山森林公園管理事務所
☎0794－83－6100

（文／眞子琢仁、写真／石田信彦、編集／横山恵津子、石田信彦）

北播磨の地域活動北播磨の地域活動北播磨の地域活動
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シリーズ

森と暮らす
─三木山森林公園
　炭焼きクラブ（三木市）─

木漏れ日の下で昼食会

竹炭窯

竹の切断・節抜き作業

クラブ代表　中洲さん



今回のナビゲーターは…

　伊能忠敬も参拝した糀屋稲荷神社に隣接する多可町図書館はコン
パクトな造りで、居心地の良い静かな雰囲気が特長の図書館です。
　町内の認定こども園・小学校での「出前おはなし会」や定例の
「おはなし会」、施設見学の受け入れやかるた会等、様々なイベン
トを通して、「子育てするなら多可町」を実現させるため、子ど
もたちと図書館のつながりを大切に取り組んでいます。
　また、蔵書内容はもちろん、特集コーナーも時事に応じた内容
でとても充実しており、一般の利用
者さんに大変好評です。クリスマス
にはピアノミニコンサートを。そし
て15周年記念講演も来春に開催予定
です。ぜひ、多可町図書館にお越し
いただければと思います。

『少年譜』
伊集院 静／著

　さまざまな局面に出
会う人生では、多少な
りとも決断や判断がつ
きまといます。そこで
拠り所となるのが信念
や信条というものです
が、それは“いつ、いかなるときに、何
によって”培われるのでしょうか。この
「少年譜」は７編からなる短編集ですが、
いずれも人の成長の譜を記しています。
ぜひ読んでいただき、ご自身の信念や信
条、また、いつ、どなたからそれを学ば
れたのか等を重ね合わせていただければ
と思います。

木 俣 幸 雄さん
（多可町図書館館長）

おすすめ！

第13回

ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚ぐぐっと！本棚

（文／木俣幸雄さん、写真／竹本早苗、編集／草譯富雄、宮崎生野、竹本早苗）

　岡 臣子さんは、男性の料理教室を始められて16年になります。
　地産地消の食材をバランスよく、和・洋・中の料理
（和・炒・焼・蒸・揚・生など）に、「なごり」「旬」「は
しり」を取り入れ、四季に合わせて献立をされています。
　今回は、ほうれん草をたっぷりと卵やベーコンまたは
チリメンジャコを使った、手軽にできる栄養豊富なポパイ
ピラフを紹介していただきました。ぜひお試しください。

①ほうれん草はよく洗って水気をよくきり、１㎝位のみじん切りにしてザル
に入れ、水を流しながらアクをとる。

②布巾またはペーパータオルなどでしっかりと水気をきる。
③ベーコンは長さ１㎝に切り、焼き色がつくまで炒めておく。
④フライパンをよく熱し、サラダ油を入れてなじませ、余分な油は捨て、溶
き卵をさっと流す。

⑤すぐにご飯を加え、ヘラでほぐしながら強火でパラパラになるくらいに炒
める。

⑥ベーコンと②のほうれん草を加えて調味料を入れ、炒め合わせる。全体に
具とご飯が混ざったら火を止めて、お皿に盛り付け、紅生姜を添える。

●作り方

（文／小田幸代、写真／岡 臣子さん提供、小岩一明、編集/高橋一彰、小岩一明、岸本好子）

【材料】（１人分）
ほうれん草　　　約80ｇ
卵　　　　　　　１個
ベーコン（またはチリメンジャコ）
　　　　　　　　１枚
サラダ油（またはゴマ油）
　　　　　　　　大さじ１
ご飯　　　　　　１人分
紅生姜　　　　　適量
〈調味料〉
塩、こしょう　　少々

わたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らしわたしの美味しい暮らし
北播磨地域で生産されたものを使った料理レシピを紹介します。

「美味しいもの」をいただいて元気になりましょう。
第23回
ポパイピラフ

岡　臣子さん（加西市）

先生から指導を受ける様子

北播磨地域には、本の楽しさ
を伝えるナビゲーターが数多
くいます。そんなナビゲー
ターに、おすすめの本を紹介
してもらいました。
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播州清水寺
紅葉ライトアップと千燈会（加東市）

場所：播州清水寺（日本遺産認定）
◎紅葉ライトアップ
日時：11月9日（土）～24日（日）

17時30分～21時

◎千燈会
日時：11月9日・10日・15日・16日・17日・

22日・23日・24日
18時～20時30分

内容：一千基の燈籠が山寺の
　　　紅葉を照らします。
お問い合わせ：

播州清水寺
電話：0795-45-0025

耳 より 掲 示 板耳 より 掲 示 板耳 より 掲 示 板

　 通り過ぎないでね

　 ６人入るといっぱい

ぐぐっと！北播磨　Vol.109
編集／うれしの生活創造プラザ うれしの生活創造応援隊
発行／公益財団法人　兵庫県生きがい創造協会　
　　　嬉野台生涯教育センター
　　　〒673-1415　加東市下久米1227-18
　　　E-mail:ureshinoplaza@hyogo-ikigai.or.jp
　　　http://www.hyogo-ikigai.or.jp/ureshino-bo/ureshino/plaza/

★イラストの一部は応援隊が描いています。
★年3回、3,000部発行し、北播磨地域の公民館や病院、
店舗などに配布しています。

編

集

後

記

　令和最初の短い梅雨が終わると豪雨と猛烈な暑さが続きました。
ようやく実りの秋を迎え、紅葉が美しい季節になりました。
　うれしの生活創造応援隊はこの「ぐぐっと北播磨」を通
して、北播磨で活躍中の方々やグループの紹介と耳寄りな
情報などをお届けしています。交流に、そして身近なイベ
ントや散策にご利用いただければ幸いです。

（文／岡田和一、編集／中前勝美、竹内貞美、神戸滋和）

次回予告 次回は、3月1日発行となります。お楽しみに。

（文・編集／水池志保子、鈴木増子、
有賀文子、林　直代、

写真提供/小野市観光交流推進課）

【営業時間】11：00～20：00　　【定　休　日】火・水曜日
【所 在 地】小野市下来住町659　【問い合わせ】☎0794－88－8426

400年の歴史を刻む秘湯
　ＪＲ加古川線小野町駅から徒
歩８分、小野アルプスの山裾に
溶け込むようにたたずむ建物が
鍬溪温泉です。1582年この地
に鍬溪神社を移す準備を始める

と、冷泉が湧き出したと伝えら
れています。源泉は「塩の井」
と呼ばれ塩分を多く含む冷鉱泉
です。古くは湯治場として賑わ
い、近年は秘湯として知られて
いましたが2010年廃業。しか
し、復活を望む多くの声が寄せ
られ2018年に小野市の支援を
受け、地域の方々の活力を生か
す施設として再開しました。館

内には手打ち蕎麦で有名な「ぷ
らっときすみの」２号店を併設。
窓から差し込む木洩れ日に癒さ
れながらいただく蕎麦は格別で
す。再び時を刻み始めた鍬溪温
泉を是非訪ねてみてください。

ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨
ぶら～り
　 北播磨

鍬溪温泉
きすみのの郷
（小野市）

北播磨地域の主なイベントを紹介します。
詳しくは、主催者に問い合わせてください。

くわたに
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